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抄　録

　三原市を事例として，住宅改修前後における介護保険サービスの利用がどのように変化し，住宅改修が介護保

険サービスにどう影響するのかを明らかにする。

　分析の結果，次のことが明らかになった。（1）支給額上限の「20 万円」を受ける者が最も多く，三原市の住

宅事情が要因である。（2）住宅改修の前後で介護保険サービスを利用している人が最も多く，住宅改修が介護保

険サービスの利用開始の契機となっている。（3）要支援者で住宅改修をした人には介護保険サービスを利用して

いない人が多く，要支援者の介護保険の利用方法に課題がある。（4）高齢者の在宅生活を支えるためには，介護

保険以外の住宅改修の助成制度の創設が必要である。
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１．諸言

　住宅改修は高齢者の在宅生活を支えるためには重要

な介護保険サービスである。介護保険による住宅改修

では工事の実施に当たって「介護支援専門員」の資格

を持つ者が助言を行うことになっている。しかし，住

宅改修の利用者のニーズは多様化しており，住宅改修

のみを行えばよいというものではない。「手すりを取

り付けたい」や「段差をなくしたい」という利用者が

表明する要望だけでなく，どのような目的のために手

すりを取り付けたいのかという本来のニーズを把握

し，適切な対応を行わなければならない 1）。また，同

時に充分なアセスメントを行い，適切な介護保険サー

ビスの利用計画を策定する必要がある。

　これまでの住宅改修に関する研究では，鈴木らは事

例を通して住宅改修におけるニーズとアセスメントの

あり方を問い 2），またアセスメントのための住宅改修

の「理由書」の記載内容を分析することで住宅改修の

効果を明らかにしてきた 3）。西野ら 4）は住宅改修利用

者へのインタビューにより住宅改修の実態と効果を明

らかにし，住宅改修だけでなく，「家族の支援」や「要

介護者の意思」に加えて「在宅サービスの利用」が住

宅改修をより効果的にするものと示唆している。住宅

改修の利用者へのインタビューや事例を通して様々な

課題やニーズがあることが明らかになった。しかし，

全体として住宅改修と介護保険サービスの利用との関

係性は明らかにされていない。

　そこで，本研究では住宅改修の利用者の属性と住宅

改修の実態を把握し，住宅改修前後における介護保険

サービスの利用状況とその変化を把握することによっ

て，住宅改修と介護保険サービスとの関係性を明らか

にする。調査の対象とする三原市は，広島県東部の沿

岸部に位置する人口約 10 万人の都市である。調査時

の平成 20 年には高齢化率が 26.8％で，広島県 22.3％，

全国 21.6％と比較しても高い値を示し，高齢化する典

型的な地方都市である。これまでに三原市の住宅改修

を調査対象として，上村 5）6）が住宅改修を評価する研

究を行っている。平成 14 年の住宅改修利用者（n=88 
承諾率 27％）を対象としたもので 5），住宅改修が 6
か月以内に使用中断されたかどうかを詳細にインタ

ビューし，住宅改修の有効期間の短さを指摘している。

本稿での調査対象は平成 20 年 5 月～平成 21 年 4 月ま

での住宅改修利用者全員である。また，平成 18 年の

介護保険制度の改正により予防重視型のシステムが確

立され，要介護認定は 6 段階から要支援 1・2（介護

予防対象者）を含む 7 段階に変更された。また，要支

援者らを対象とした地域包括ケアシステムの中核を担

う地域包括支援センターが整備された。住宅改修では

大きく 2 点が変更となった。一つ目は介護保険での住

宅改修が事前申請制度となり，工事着工前に申請する

必要ができた。二つ目は，理由書が全国共通の標準様

式となったことである。このように平成 14 年調査時

とは住宅改修を取り巻く環境は変化している。

　

２．目的

　そこで本研究は以下を目的とする。

　三原市において平成 20 年度に介護保険の住宅改修

を利用した者を対象に，

(1) 住宅改修の利用者の属性と住宅改修の実態を把握

する。

(2) 住宅改修前後における介護保険サービスの利用状

況とその変化を明らかにする。

３．研究対象および研究方法

　住宅改修の現状と介護保険サービスの利用の関係を

明らかにするために，三原市高齢者福祉課から，介護

保険における住宅改修の実績及び住宅改修の利用者の

介護保険サービスの利用状況の 2 種類の資料の提供を

受け，分析・考察を行なった。住宅改修に関する資料

では，性別，年齢，改修時の要介護度，申請日，決定月，

給付額，支給額，理由書作成者，改修項目等の情報を

得た。介護保険サービスの利用状況に関する資料では，

住宅改修の利用決定月の 1 か月前，6 か月前，1 か月後，

6 か月後の介護保険サービス利用状況（利用種別，利

用単位等）の情報を得た。

　研究対象は，三原市において介護保険による住宅改

修の利用決定月が平成 20 年 4 月～平成 21 年 3 月まで

とした。総件数は 535 件であった。

　

４．倫理的配慮

　本研究の対象は，三原市における介護保険における

住宅改修の実績および住宅改修利用者の介護保険サー

ビスの利用状況のデータ資料である。これらは三原市

高齢者福祉課の職員によって個人が特定されないデー

タに加工した後，提供を受け，統計的に処理を行った。

　

５．結果

5.1　住宅改修の利用者の属性と住宅改修の実態

5.1.1　住宅改修の利用者の属性

　はじめに住宅改修の利用者の属性を見ていく。ここ

で述べる属性は，住宅改修の利用時のものである。

性別

　性別により利用者の属性を見ていくと，「女性」が

535 人中 318 人で 59.4％，「男性」は 217 人で 40.6％

を占め，18.6pt の差で「女性」が多くなっている。全

国の平成 20 年度の介護保険利用者数 1) の男女比をみ
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表 1　住宅改修の利用者の属性　n=535
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図 1　住宅改修の利用額別の割合　n=535
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ると，「女性」71.2％，「男性」が 28.8％となっており，

三原市の住宅改修の利用者は男性の割合が高いことが

分かる。

年齢

　年齢別による利用者の属性を見ていくと，最も多い

のが「80 ～ 84 歳」で 147 人，27.5％である。次いで

「85 ～ 89 歳」が 20.7％，「75 ～ 79 歳」が 19.6％と続く。

最も少ないのは「95 歳以上」で 1.7％である。後期高

齢者に当たる 75 歳以上の割合は 79.1％となっており，

75 歳以上になると老化に伴い，身体機能の低下や住

宅における問題が生じ，住宅改修の必要性が高まるこ

とが分かる。全国の平成 20 年度の介護保険利用者数 7)

の年齢属性で見ていくと，「80 ～ 84 歳」が 24.6％，「85
～ 89 歳」が 24.2％，「75 ～ 79 歳」が 16.5％となって

おり，三原市の住宅改修の利用者も同様の傾向を示し

ている。

　また，「64 歳以下」は 5.8％であった。老化に起因

する特定疾病によって介護が必要になり要介護認定を

受けた場合のみ，介護サービスの利用ができる 40 ～

64 歳の介護保険法第 2 号被保険者の利用者は 21 人で

あった。特定疾病が限られているためか，第 2 号被保

険者の利用人数は少なかった。

要介護度

　要介護度別の住宅改修の利用割合は，「要支援 1」

が 107 人 20.0％，「要支援 2」が 134 人 25.0％であり，

要支援 1・2 の利用者が 45.0％を占めている。

　また，要介護では「要介護 2」の 20.2％が最も多く，

次いで「要介護 1」15.0％，「要介護 3」13.6％となっ

ている。また，「要介護 4」，｢ 要介護 5｣ になると，そ

れぞれ 4.7％，1.5％と他の要介護度よりも少ない。

< 表 1>

5.1.2　住宅改修の特徴

給付額

　住宅改修の給付額は上限が 20 万円である。また，

20 万円の上限までは何度でも利用してもよい。さら

に，要介護度が 3 段階上昇した場合，また転居した

場合は再度 20 万円までの給付を受けることができる。

そのことを念頭に置いて，給付額の分布状況を見てい

く。

　給付額別においては，給付額「20 万円」の満額の

場合が 17.8％と最も多くなっている。次いで，「4 万

円未満」が 9.0％，「2 万円未満」が 8.4％である。「2
万円未満」～「7 万円未満」でいずれも 5.0％より高

い割合を示しており，上限の「20 万円」以外ではこ

のあたりの給付額に利用が集中していることが分か

る。< 図 1>
住宅改修項目

　介護保険で給付対象となる住宅改修は以下の 6 つで

ある。
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表 2　住宅改修の実施箇所別の割合（複数回答，n=535）
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1. 手すりの取付け

2. 段差の解消

3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路

面の材料の変更

4. 引き戸等への扉の取替え

5. 洋式便器等への便器の取替え

6. その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅

改修

　実際の改修では，複数の項目にわたって実施してい

るため，複数回答とした。

　「1. 手すりの取付け（以下，手すり設置）」は 453 人，

84.7% であり，次いで「2. 段差の解消（以下，段差解消）」

が 189 人，35.3％で全体の 3 分の 1 である。「4. 引き

戸等への扉の取替え（以下，引き戸変更）」は35人，6.9％

である。「3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための

床又は通路の材料の変更（以下，床滑り解消）」は 30
人，5.6％，「5. 洋式便器等への便器の取替え（以下，「洋

式便器設置」）」は 35 人，6.5％であり，手すりの取付

けや段差の解消に比べると，改修件数は少なかった。

< 表 2>

5.2 住宅改修の利用者における介護保険サービスの

利用状況

　ここでは，住宅改修の利用によって介護保険サービ

スの利用状況がどのように変化するかを見ていく。介

護保険サービスの利用状況を把握するために，利用し

た介護保険サービスの種別の個数で分析を行う。

5.2.1　住宅改修の前後の介護保険の利用状況

　住宅改修の 6 か月前では，介護保険サービスを利

用していない人が最も多く，354 人，66.2％に上った。

次いで，介護保険サービスの利用種別数が「1 個」は

17.9％，「2 個」は 11.4％となっており，介護保険サー

ビスの利用種別数が少ない人の方が多いことが分か

る。

　住宅改修の 1 か月前では，介護保険サービスを利

用していない人が最も多く，264 人，49.3％に上った。

次いで，介護保険サービスの利用種別数が「1 個」は

26.5％，「2 個」は 16.6％となっており，介護保険サー

ビスの利用種別数が少ない人の方が多いことが分か

る。また，6 か月前と比較すると，介護保険サービス

を利用していない人の割合は，16.9pt 減少し，介護

保険サービスの利用種別数が「1 個」が 8.6pt，「2 個」

が 5.2pt 増加している。

　次に，住宅改修の 1 か月後では，介護保険サービス

の利用種別数「1 個」が 174 人，32.5％に上った。次いで，

「2 個」は 26.5％，介護保険サービスを利用していな

い人は 23.0％，「3 個」は 13.5％となった。介護保険

サービスの利用種別数「1 個」が最も多く，介護保険

サービスを利用していない人は介護保険サービスの利

用種別数「2 個」に次ぐ低い割合となり，住宅改修後

は介護保険サービスを利用する人が多くなることが分

かった。また，1 か月前と比較すると，介護保険サー

ビスを利用していない人の割合は，25.7pt 減少し，介

護保険サービスの利用種別数が「1 個」が 6.0pt，「2 個」

が 9.9pt，「3 個」が 7.9pt 増加している。

　住宅改修の 6 か月後では，介護保険サービスを利

用していない人が最も多く，163 人，30.5％に上った。

次いで，介護保険サービスの利用種別数が「1 個」は

29.0％，「2 個」は 24.7％，「3 個」は 11.4％となった。

介護保険サービスを利用していない人と介護保険サー

ビスの利用種別数「1 個」はほぼ同率となったが，介

護保険サービスを利用していない人が最も多く，介護

保険サービスの利用種別数が少ない人の方が多いこと

が分かる。また，1 か月後と比較すると，介護保険サー

ビスを利用していない人の割合は，7.5pt 増加し，介

護保険サービスの利用種別数が「1 個」が 3.5pt，「2 個」

が 1.8pt 減少している。< 表 3，図 2>
　

5.2.2 住宅改修前後における介護保険サービスの利

用状況の個別の変化

　住宅改修前後における介護保険サービスの利用状況

の個別の変化（前後の比較）を見ていく。6 か月前と

1 か月前，1 か月前後，1 か月後と 6 か月後で比較を行っ

た。その結果，介護保険を全く利用していない（「利

用なし」），利用していたが利用をやめた（「減少後利

用なし」），利用数が減少した・増加した，利用してい

なかったが利用を始めた（「利用なし後増加」），サー

ビスの種別を一部・全部変更した，最後に以前のサー

ビスを変更していないものに分けることができた。

　6 か月前と 1 か月前の比較では，介護保険サービス

を利用していない人は 40.2％であった。次いで，6 か

月前は利用していなかったが 1 か月前は利用している

人が 24.1％と全体の 4 分の 1 を占めた。介護保険サー

ビスを利用しているが，内容を変更していない人は

16.1％，利用数が増加した人が 12.0％であった。
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表 3　住宅改修の利用者における介護保険サービスの利用種別数　n=535

表 4　住宅改修前後における介護保険サービスの利用種別数の個別の変化　前後の比較　n=535
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図 2　住宅改修の利用者における介護保険サービスの利用種別数　n=535

人間と科学　県立広島大学保健福祉学部誌　13 (1) 　79 － 89　2013

　1 か月前と 1 か月後の比較では，介護保険サービス

の内容を変更していない人が 34.2％と最多であった。

次いで，1 か月前には利用していなかったが，1 か月

後には利用し始めた人が 28.4％で，介護保険サービス

をいずれも利用していない人が 20.9％であった。

　1 か月後と 6 か月後の比較では，介護保険サービス

の内容を変更していない人が 42.6％と最多であった。

次いで，介護保険サービスをいずれも利用していない

人が 17.9％で，介護保険サービスの利用をやめた人が

12.5％であった。< 表 4>
　次に，介護保険サービスの利用状況の個別の変化（個

人の変化）を見ていくと，常に利用している人が 132
人，24.7％と最も多かった。次いで，1 か月後から利

用を開始し続けている人が 18.3％，1 か月前から利用

を開始し続けている人が 17.4％，全く利用していない

人が 16.8％，1 か月後に利用を開始し 6 か月後にはや
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図 3　住宅改修前後における介護保険サービスの利用種別数の個別の変化　個人の変化　n=535
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めている人が 5.6％であった。介護保険サービスを利

用している中から，住宅改修を行った人の割合が最も

多くなっていた。また，住宅改修 1 か月前後から利用

を開始し続けている人の割合が 35.7％と全体の 3 分の

1 の割合を占めた。< 図 3>
　

5.2.3 住宅改修前後における介護保険サービスの利

用変化 4 区分の属性の比較

　ここでは，前述の介護保険サービスの利用状況の個

別の変化（個人の変化）において区分されたもののう

ち，全く利用していない人（「全利用なし」），1 か月

後から利用を開始し続けている人（「1 か月後利用」），

1 か月前から利用を開始し続けている人（「1 か月前利

用」），常に利用している人（「全利用」）の 4 つの区分

についてそれぞれの特徴を把握する。

年齢

　年齢での比較では，いずれの区分も「80 ～ 84 歳」

が最も多く，全く利用していない人では 32.2％と最も

多く，次いで 1 か月前から利用を開始し続けている人

が 31.2％，常に利用している人が 28.0％と続き，1 か

月後から利用を開始し続けている人が 24.5％と最も少

なかった。

要介護度

　要介護度での比較では，全く利用していない人は「要

支援 1」が 45.6％，「要支援 2」が 42.2％と合わせて

87.8％を占めていた。「要介護 1」でも 7 人が介護保険

サービスを利用していないことが分かった。1 か月後

から利用を開始し続けている人では，「要支援 2」が

27.6％，「要介護 2」が 25.5％，「要介護 1」が 18.4％，

「要介護 3」が 14.3％であり，合わせて 85.8％となり，

「要支援 2」から「要介護 3」まで分散していることが

分かる。1 か月前から利用を開始し続けている人では，

「要支援 1」と「要介護 2」が 22.6％で，次いで「要

介護 1」が 20.4％，「要支援 2」が 18.3％であり，「要

支援 1」から「要介護 2」に分散していることが分か

る。また，常に利用している人では，「要支援 2」が

27.3％と最も多く，次いで「要介護 2」が 24.2％，「要

介護 3」が 15.2％，「要介護 1」が 14.4％，「要支援 1」

が 12.1％となり，「要支援 1」から「要介護 3」まで他

の区分より分散していることが分かる。

住宅改修の給付額

　給付額の比較では，平均値を見ると全く利用してい

ない人が最も高く 117104.46 円で，常に利用している

人が 79661.05 円と最も低かった。中央値についても

同様で，全く利用していない人が最も高く，常に利用

している人が最も低かった。給付額の分布を見ていく

と，上限の「20 万円」の割合が最も高いのは全く利

用していない人で 26.7％であり，最も低いのは常に利

用している人で 12.1％であった。また，常に利用して

いる人は「2 万円未満」が 11.4％，「1 万円未満」が 9.1％

となっており，少額の住宅改修を行っていることが分

かる。

住宅改修項目

　住宅改修項目の比較では，1 か月後から利用を開始

し続けている人は「手すりの取付け」が他の区分と比

較して最も多く，88.8％である。また「段差解消」も

45.9％と最も多い。1 か月前から利用を開始し続けて

いる人も同様の傾向を示している。全く利用していな
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表 6　介護保険サービスの変化 4 区分の属性（要介護度）の比較

表 5　介護保険サービスの利用変化 4 区分の属性（年齢）の比較
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い人は，「手すりの取付け」が 86.7％，「段差解消」が

28.9％，「洋式便器設置」が 10.0％となっており，機

器だけでも高額になる「洋式便器設置」の割合が高く

なっている。< 表 5>　< 表 6>　< 表 7>　< 表 8>

６．考察

6.1　住宅改修の利用者の属性と住宅改修の実態

　住宅改修の利用者の属性については，要支援者が多

いのは心身の機能低下があるものの，基本的に住宅で

生活できるため，まず住宅改修の必要性が増すことが

要因の一つである。もう一方で，要支援者は介護予防

サービスを利用できたとしても，給付上限が低額なた

め，多数の介護予防サービスを利用することができな

い。そのため，誰もが利用が可能な住宅改修に目が向

けられるのではないかと考えられる。要介護度の高い

方は，住宅における行動範囲が減少することや，要介

護度が低い段階ですでに住宅改修を行なっていること

などが予想される。

　住宅改修の実態については，給付額の上限「20 万

円」の利用者が最も多かった。これは三原市では建築

年の古い建物が多く，バリアフリーの整備が整ってい

ない住宅が多いことが原因の一つと考えられる。実際

の住宅改修の費用は 20 万円を大きく超える額となり，

一部を住宅改修で賄っているのではないかと予測され

る。上限 20 万円を使用しているのは，地域包括支援

センターや介護支援専門員や福祉住環境コーディネー

ターが，業者にお任せしているのが要因の一つである。

住宅改修に関して専門知識や経験のある作業療法士・

理学療法士の関与が必要である。

　住宅改修の項目については，住宅改修の利用者の多

くが手すりの取り付けを行なっていた。手すりの取付

けは，手軽に行え，高齢者の生活環境の改善において

最も重要な項目であることが分かる。また，バリアフ

リー住宅の登場などからも分かるように，段差の解消

は高齢者だけでなく，全ての世代において必要とされ

る整備であり，割合が高くなっているのではないかと

推測できる。また，給付額が 7 万円未満の少額の件数

が多いことから，簡単に取り付けられる手すりを設置

し，段差の解消においても床全体をやりかえるような

大掛かりな工事ではなく，敷居にすりつけ板を設置す

る程度の工事が多いとおもわれる。

　

6.2 住宅改修の利用者における介護保険サービスの

利用状況

　介護保険のサービスの利用状況では，6 か月前に比

べ，1 か月前，さらには 1 か月後になると介護保険サー

ビスの利用者が増えていた。6 か月前には介護保険

サービスの利用がなかった人が 1 か月前，そして 1 か

月後には利用を始めたことが要因である。利用を始め
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表 7　介護保険サービスの変化 4 区分の属性（給付額）の比較

表 8　介護保険サービスの変化 4 区分の属性（住宅改修項目）の比較
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るきっかけとしては，介護保険サービスが必要となり

相談するうちに住宅改修も併せて実施した場合，住宅

改修を行いたくて相談し，併せて介護保険サービスを

初めて利用することになった場合，病院からの退院に

より住宅改修を行った場合，などが考えられる。住宅

改修は工事開始前に申請を行うが，介護支援専門員が

介入して，住宅改修のニーズを把握し，実際に工事に

取り掛かるまでには時間がかかる。そのため，ケアプ

ラン作成後すぐに利用できる介護保険サービスとは前

後することがあるため，1 か月前，1 か月後どちらも

住宅改修を介護保険サービスとほぼ同時に利用した人

だと考えられる。また，6 ヶ月後では，利用していな

い人の人数が 1 か月後よりも増加した。この要因とし

ては，住宅改修と介護保険サービスの両方を同時利用
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し始めたが，生活が安定，もしくは身体機能が回復し

たり，介護度が下がったりし，サービスが不要になっ

たと考えられる。住宅改修を実施しても介護保険サー

ビスが必要ない方がいることが分かる。

　次に住宅改修前後における介護保険サービスの利用

状況の個別の変化（前後の比較）について，1 か月前

後で変更がないのは時期が近接し，状態に大きな変化

がなく，介護保険サービスの利用計画の見直しを行う

必要がないためと考えられる。また，1 か月後から 6
か月後で変更しない人が圧倒的に多かった。これは住

宅改修が契機となり，安定的に介護保険サービスを利

用している。変更が少ないのは，当初より適切な介護

保険サービスが提供されており，その後も介護支援専

門員が継続的に関与し，十分に経過が観察されている

ことが一番大きな要因と考えられる。ただ，要支援者

は，主に地域包括支援センターにおいて居宅サービス

計画を策定するよう制限されている。しかも，三原市

には地域包括支援センターが 5 事業所しかなく，要支

援者が殺到し，居宅サービス計画策定の処理が困難と

なっている。居宅介護支援事業所は多いものの，介護

支援専門員は要支援者の計画策定を 8 件以下に制限さ

れている。このような背景を考えた時に，変更が少な

いということは一人一人のニーズに十分対応していな

いことも要因の一つと考えられる。

　住宅改修前後における介護保険サービスの利用状況

の個別の変化（個人の変化）では，大きく 4 つのグルー

プがあった。介護保険サービスを「常に利用している

人」，「全く利用しない人」，「1 か月前から利用をし続

けている人」，「1 か月後から利用をし続けている人」

である。住宅改修の 1 か月前後から介護保険サービス

を利用し続ける人が多いことから，住宅改修が介護保

険サービス利用のきっかけになることや介護保険サー

ビスを開始する際に同時に住宅改修を行うことが多い

ことが分かった。そのため，介護保険サービスを開始

する人にとって，住宅改修は決して切り離せない生活

環境の改善であるといえる。住宅改修を実施しなくて

も，介護保険サービスを開始する際には生活環境の把

握が必要であるといえる。また，全く利用していない

人は要支援 1・2 と要介護度が限定的であった。要介

護度が低く，介護保険サービスを利用しなくても生活

を行える状態であることと，前述した居宅サービス計

画の策定の問題が要因と言える。

　

７．結論

　住宅改修と介護保険サービスの関係性を明らかにし

てきた。住宅改修と介護保険サービスの利用開始には

密接な関係があることが分かった。住宅改修は介護保

険サービスの利用開始の契機になり，介護保険サービ

スの利用には住宅改修に限らず，在宅の生活環境を十

分に把握する必要があるといえる。また，要支援者の

居宅サービス計画を策定する地域包括支援センターで

は処理しきれていない課題を指摘した。また，住宅改

修の給付限度額（20 万円）を一度に利用している割

合が高く，三原市など地方都市においては建築年の古

い住宅が多く，バリアフリー整備が充分でない住宅が

多いため，生じる課題だと考えられる。また，専門的

知識や経験が少ないため，業者に任せきりにならざる

を得ない現状もある。

　介護保険法第 45 条では市町村の条例が定めるとこ

ろにより，支給限度基準額に代えて，その額を超える

額を基準額とすることができると定められている。ま

た，自治体によっては介護保険によらない住宅改修の

助成を行っているところもある。そこで，住宅改修の

みを希望する利用者には介護保険での住宅改修ではな

く，自治体毎の実情に応じた介護保険によらない住宅

改修の助成を行ってはどうだろうか。つまり，地域包

括支援センター等がこの手続きを担うのではなく，専

門の機関によって対応し，そこが起点となって介護支

援専門員等と連携をとり，利用者のニーズに沿った住

宅改修を行うのである。専門の機関には，専門知識や

経験のある作業療法士，理学療法士，介護支援専門員，

建築関係者など多様な職種で構成し，運営することが

重要である。そうすることで，介護保険サービスの充

実を図るとともに，高齢者の在宅生活を長く支えてい

くことが可能になると考える。
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Abstract

We found the following as an example in Mihara City of how the long-term care insurance service was put to use before 
and after house adaptation and what kind of influence house adaptation had on the use of the long-term care insurance 
service.

As a result of analysis, we determined the following:
1. Many people received 200,000 yen, the upper limit of the allowance. One factor was the housing situation in Mihara 

City.
2. For many people, house adaptation was the occasion where they started using long-term care insurance service.
3. There were many people requiring support who did not use long-term care insurance service for house adaptation. 

One factor was that the long-term care insurance system was diffi cult to use.
4. Because elderly people continue living at home, it is necessary to fi nd a system to further house adaptation other than 

the long-term care insurance service.

Key words： house adaptation, long-term care insurance service, change of services used


